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１．赤ちゃんを妊娠したら

妊娠の届出について
妊娠がわかったら、保健センターに届出をしてください。届出をしていただく
と「母子健康手帳」をお渡しします。また、手帳交付の際あわせて妊婦一般健康
診査受診票・超音波検査受診票をお渡ししています。
届出場所
保健センター
持ち物
病院から妊娠届出書を受け取っている方は、ご持参ください。
お問い合わせ

印鑑等は必要ありません。
保健センター
２４－３３５５

子育て支援センター「マタニティ広場」について
子育て支援センターでは毎月１回、妊娠中の方やご家族を対象に、より良いマ
タニティ生活やこれから始まる赤ちゃんとの生活を応援するプログラムをご用
意してお待ちしています。
詳しくは、子育て支援センターまでお問い合わせください。
（子育て支援センターについては 2０ページをご覧ください）。

出産育児一時金について
健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保
険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減する
ため一定の金額が支給される制度です。
支給額は原則 42 万円です。
かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として
医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みになってい
ます（直接支払制度）。42 万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意
しなくてもよくなります。
手続きについては加入している医療保険の窓口、または出産される病院など
にご確認ください。
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２．赤ちゃんが生まれたら
赤ちゃんの誕生おめでとうございます。赤ちゃんが生まれたら、出生の届出や児童
手当、こども医療費助成制度の手続きなどが必要です。また、赤ちゃんが健やかに育
ちお母さんが安心して子育てができるように、各種健診や予防接種も受けましょう。

出生届について
赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含め 14 日以内に届出が必要です。
手続きに必要なもの
出生届書（出産時に病院でもらえます）
届出人の印鑑（届出人とは、子の父または母です）
母子健康手帳
※紋太ポイントカードをお持ちいただくと、１万ポイント付与されます。
届 出 先
お問い合わせ

市民生活部市民課 市民係、上渚滑支所
市民生活部市民課 市民係
２４－２１１１（内線 ２２６・２２７）

児童手当の手続きについて
中学校修了前の児童を養育している方に支給されます。生まれた日の翌日か
ら 15 日以内に申請が必要です。
手続きに必要なもの
・印鑑・請求者名義の預金通帳
・健康保険被保険者証の写しなど
・転入された方については前にお住まいの市
町村から発行された所得課税証明書、また
は保護者の個人番号が確認できる書類（マ
イナンバーカード、通知カード等）

支給額(月額・児童一人当たり)
３歳未満

１５，０００円

３歳～小学生(第１子・２子)

１０，０００円

３歳～小学生(第３子以降)

１５，０００円

中学生

１０，０００円

所得制限世帯の方

・保護者の身元確認ができるもの（運転免許
証、パスポート等）
・児童と別居の場合は、児童の属する世帯全
員分の住民票
など
届 出

先

保健福祉部児童家庭課 子育て支援係
（公務員は勤務先への届出となります）
お問い合わせ 保健福祉部児童家庭課 子育て支援係
２４－２１１１（内線 ４４７・４８７）
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５，０００円

子ども医療費助成制度について
病院等でかかるお子さんの医療費の自己負担額（ただし、初診時一部負担金、
入院時の食事代、保険適用外医療費を除いた額）を市が助成する制度です。
対象者は紋別市に住所を有している中学校３年生までのお子さんです。
※所得によっては助成できない場合があります
＜手続きに必要なもの＞
・シャチハタ以外の印鑑
・お子さんの名前が入った健康保健証
・保護者及びお子さんの個人番号が確認できる書類
（マイナンバーカード、通知カード等）
・保護者の身元確認ができるもの（運転免許証、パスポート等）
お問い合わせ

市民生活部市民課 医療給付係
２４－２１１１（３２１・４６７）

赤ちゃん訪問について
出産後（生後 4 か月頃まで）、保健師が家庭訪問をさせていただきます。お子
さんの体重測定を始め、授乳方法、発育発達、お母さんの体調についての相談
や母子保健サービスの情報提供などを行っています。
お問い合わせ

紋別市保健センター
２４－３３５５

紋別市乳幼児保健ガイドについて
紋別市保健センターでは、乳幼児健康相談、健康診査、予防接種などの詳しい
内容・日程をお知らせするため、乳幼児保健ガイドを作成しています。保健セン
ターのほか、市役所市民課、渚滑市民センター、上渚滑町民センターでお渡しし
ています。
お問い合わせ
紋別市保健センター
２４－３３５５
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乳幼児健診について
・ 1 か月児健診・・・・・・・出産病院で受けてください（有料）。
・ 4 か月児相談
・ 7 か月児健診
・ 1 歳 6 か月児健診
保健センターで行います（無料）。
・ 3 歳児健診
・ 5 歳児相談
※ 毎月の健診の日程と時間は、お問い合わせください。
お問い合わせ

紋別市保健センター
２４－３３５５

予防接種について
お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力は、生後数か月の
間に自然と失われていきます。適切な時期に予防接種をおこない、病気を予防し
ましょう。
詳しい内容は、乳幼児保健ガイドをご覧ください。
また、予防接種についてのご相談は、保健センター保健師までお問い合わせく
ださい。
お問い合わせ
紋別市保健センター
２４－３３５５

股関節脱臼検査について
股関節脱臼とは、足の付け根の関節が外れていたり、外れやすい状態にあるこ
とをいいます。股関節脱臼は早期発見・早期治療が必要で、適切な時期に治療を
開始することが大切です。
検査を受ける時期
生後 3 か月後半～
受診先
整形外科のある市内の医療機関（有料）
お問い合わせ
紋別市保健センター
２４－３３５５
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フッ素塗布について
歯の質を丈夫にして虫歯を予防するために、フッ素の液を歯の表面にぬります
（有料）。
対
象
上下４本以上歯の生えた乳幼児
※１歳６か月・３歳児健診の対象者は無料です
会
場
紋別市保健センター
日
程
１歳６か月健診と同じ日程で行っています。
お申込み
紋別市保健センター
２４－３３５５

子育て支援センター 子育て講座
「離乳食ってなに！？～あかちゃんの味覚を体験しよう～」のご案内
【内容】
○あかちゃんの体の不思議
○どうして「おっぱい」「ミルク」だけじゃだめなの？
他にもこんなことをします！
○離乳食のかたさを体験しよう(初期から完了期まで) ＊利きジュース
【参加対象】
離乳食・幼児食時期のお子さんとその保護者

(あかちゃんと大人のジュースを味比べ！)
＊ベビーフード・あかちゃん用のお菓子に
ついて(試食あります♪)

【会場】
保健センター(お子さんは、子育て支援センターで託児を行います。)
【問合せ・申込み先】
子育て支援センター ２４－３３８３

ブックスタートについて
あかちゃんと保護者の方に絵本をお渡しし、絵本を介して親子がふれあう時
間を持つきっかけとしていただくため行っています。保健センターでおこなわ
れる７か月健診の際に、絵本の読み聞かせとともにブックスタートパック（絵本
とコットンバック）をお渡ししています。
健診の案内に同封されている申込書に記入し、ご持参ください。都合で健診に
行けない方は、申込書を持って赤ちゃんと一緒に図書館にお越しください。
お問い合わせ

紋別市立図書館
２４－２２６１

図書館については、２２ページもご覧ください。
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３．子育てのことで悩んだら・・・
初めての子育てはわからないことばかり。「どうしたらいいかしら…」と、悩んでしま
うことも多いでしょう。そんなときは一人で悩まずに、周りの人たちに相談するなどし
て助けてもらいましょう。
子どもはお母さん一人が育てるものではありません。子どもを取り巻くすべての大
人が育てるものなのです。お父さんはもちろん、おじいちゃん、おばあちゃん、そして
地域の人たちみんなで子育てをしていきましょう。

お父さんの子育て

子どもの成長にとって、お父さんの育児参加は大変重要です。しかし、大切だ
とわかっていても、どう参加していいのか戸惑っている方も多いのでは？ 家
事の手伝いや、子どもと一緒に遊ぶことだけでなく、毎日の出来事を聞いてくれ
るなど、お母さんはお父さんに精神的な支えになってほしいと思っています。お
父さんが育児に参加することは、お母さんや子どものためだけでなく、お父さん
自身の成長にもつながり、家族全体によい影響を与えるでしょう。子どもとの生
活を楽しんでいこうという姿勢が大切です。

☆妊娠がわかったら☆
妊娠中は体調不良があったり精神的に不安定になったりすることがあります。
家事を手伝ったり、お母さんをいたわる気持ちを持つことが子育て参加の第一
歩です。またお母さんのおなかに向かって声をかけてみてください。その声は赤
ちゃんにも伝わっています。

☆赤ちゃんが生まれたら☆
赤ちゃんが生まれたらお母さんは大忙しです。特に初めての子育てでは、お
母さんは過敏になってしまい精神的にも疲れてしまうことがあります。そんな
時は、家事や育児を手伝ってあげたり、お母さんの悩みや大変さを聞いてあげ
「よくやったね」
「大変だったね」と声をかけてあげてください。そして、お父
さんも自分のことは自分でするなど、お母さんの負担を減らしてあげてくださ
い。
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☆子どもが大きくなったら☆
子どもにとって体を使った遊びはとてもよい刺激になります。ダイナミック
な遊びはお父さんにぴったりの役割です。子どもと遊ぶときはお父さんも子ど
もに帰って思いっきり楽しみましょう。
赤ちゃんは家族に愛されて育つことで、人への信頼関係を培っていきます。
大切な時期ですがほんのわずかな時間でもあります。赤ちゃんとの時間を大切
にし、楽しんでください。

おじいちゃん・おばあちゃんの役割ってとっても大切
子育ての大先輩であり、豊富な経験を持ったおじいちゃんやおばあ
ちゃんの存在はとっても大きいものです。育児に関するちょっとした
助言は、経験した上での本当のアドバイスです。育児のことでわから
ないことがあったり、してほしいことがあれば、いつでも相談に乗っ
てもらえる力強い味方です。「こんなこと相談したら心配かけてしま
うかな？」と遠慮するよりも、子どもの様子やお母さんの心配事など
をどんどん話して相談に乗ってもらいましょう。
おじいちゃん、おばあちゃんはいつでも暖かい愛情を持って見守っ
てくれています。

地域で育てる子ども
子どもが健やかに育ち安心して子育てができるよう、
地域の皆さんと交流することも大切なことです。
近所の先輩お母さん、先輩お父さんの経験を聞いたりしな
がら子育てをすることで、不安も少しずつ緩和されます。
子育て支援センターに遊びに来たり、子育てサークルに入って同じく子育
てをしているお母さんたちとお話をすることで、心が軽くなることもありま
す。また、子育て支援センターでは、子育て相談を行っています。どんなこ
とでも一人で悩まずに、相談してください。
※子育て支援センターについては２０ページをご覧ください。
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４．子どもの病気とケア

かかりやすい病気（感染症）
感染症

流行しやすい時季

潜伏期間

初期症状と特徴

麻しん（はしか）

3 月～6 月

7～12 日

風しん（三日はしか）

3 月～6 月

２～3 週間

水痘（みずぼうそう）

11 月～7 月

2～3 週間

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

ほぼ通年

２～3 週間

12 月～3 月

１～4 日

咽頭結膜熱
（プール熱）

5 月～9 月

4～7 日

手足口病

5 月～8 月

３～6 日

12 月～7 月

10 日～20
日

伝染性膿痂疹
（とびひ）

6 月～9 月

2 ～ 10 日
傷の状況、菌量
によって異なる

溶連菌感染症

11 月～7 月

2～5 日

インフルエンザ

伝染性紅斑
（りんご病）

まずは熱と鼻水、せき、目やになど風邪と似た症状が
出る。発熱３～４日目から体に赤い発しんが出て、口の
中に麻しん特有の白いブツブツがみられる。高熱は７
～１０日間くらい続き、感染力が強く、年齢にかかわら
ず重症になることがある。
熱が出て、首のリンパ節がはれ、体に赤い発しんが出
る。発熱するのは３～４日間だが、熱の出ない人もい
る。妊娠初期の女性がかかると、生まれつきの難聴、白
内障（目のレンズの部分が白くにごって見えなくなる
病気）、心臓病、精神運動発達遅滞などを持った先天性
風しん症候群の子どもが産まれることがある。
熱が出て、体に虫刺されのような赤い斑点が出る。1
日くらいでそれが水ぶくれになって、全身に広がり、強
いかゆみもある。熱は数日でおさまって、水ぶくれの所
も黒いかさぶたがつくようになり、7 日くらいでおさ
まる。ただし、熱が出ない場合もあれば、高熱が続く場
合もある。
両方またはどちらかの耳下腺がはれてくる。触って
もはっきりしたしこりに触れるわけではないが、家族
など周囲の人が見るとはれているのに気がつく。しば
らくすると反対側もはれてくる。発熱は起こることも、
起こらないこともある。
まず高熱が出て、だるさ、のどの痛み、頭痛などの症
状が出る。熱は 4～5 日続いて、その間に気管支炎や肺
炎をはじめとする合併症がおこることがよくある。
アデノウイルスの感染により、発熱（38～39 度）、
のどの痛み、結膜炎といった症状が出る。プールでの接
触やタオルの共用により感染することもあるので、プ
ール熱と呼ばれることもある。
口の中、手のひら、足底や足背などに 2～3 ㎜の水疱
性発疹が出る。発熱は約 3 分の 1 にみられるが、あま
り高くならないことがほとんどあり、高熱が続くこと
は通常はない。
両頬にリンゴのように真っ赤な紅斑ができる。四肢
にもレース状の発疹が出現。4～6 日後、発疹が消えて
も日光に当たると手足の発疹が再発することがある。
発疹出現前 7～10 日に感染力が強い。
皮膚が赤くなり、しだいに米粒大の水疱になり、大き
くなる。ジクジクしてからかさぶたになる。蚊に刺され
て掻き壊したり、すり傷に長期間ばんそうこうを貼っ
ていると細菌感染してなることがある。
高熱が出て半日後、首、胸、下肢に淡紅色の発疹がで
きる。へんとう、首のリンパ節がはれる。口の周りに発
疹はなく舌にブツブツができ、苺状になる。まれに腎炎
を起こすことがあるので要注意。

病気に感染しないように日ごろから気をつけましょう！
＊ うがい・手洗いの習慣をつけましょう。
＊ 栄養バランスのよい食事を心がけましょう。
＊ 衣服の調節に配慮しましょう。
＊ 早寝・早起きで規則正しい生活を心がけましょう。
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熱中症

外で元気に遊んでいた子が急におとなしくなり、顔が赤くなってきたら熱中症の始
まりです。涼しい場所に移動させ水分補給を。冷たいタオルで体を拭き、体温の上昇
を防ぎましょう。

日焼け

日焼けの元である紫外線の浴びすぎは皮膚がんの原因にもなり更には免疫力を低下
させ、風邪などの感染症にかかりやすくなります。直接皮膚に紫外線が当たらないよ
うに帽子や薄手の長袖の衣服を着用しましょう。また、子ども用の日焼け止めクリー
ムを塗るのも効果的です。

あせも

汗のよく出る乳幼児は、大人に比べ皮膚が弱いため、あせもが出来やすいのです。
汗をかいたらこまめにふき取ったり、シャワーなどで洗い流したりして、体を常に清
潔に保つことが大切です。

流行性嘔吐下痢症

激しい嘔吐と下痢が突然現れるのが特徴。ウィルスによって白い便がでることもあ
ります。お茶や湯冷ましなどで水分補給をして、脱水症状を起こさないように注意し
ましょう。

虫刺され

虫に刺されてかきむしると爪の中のばい菌が傷口から入り込み「とびひ」を起こす
ことがあります。虫刺され用の軟膏を塗って、その上から冷たいタオルや保冷剤で冷
やすと良いようです。

インフルエンザ

急に 39～40℃程度の高熱が出るのが特徴。頭痛や関節痛等もありますが、子ども
の場合、痛みの症状が判りずらいことがあります。肺炎・中耳炎・熱性けいれん等の
合併症を起こしやすいので、十分な休養が必要です。発熱したらすぐに病院へ。事前
に予防接種をすると比較的症状が軽くて済むようです。

赤ちゃんや小さいお子さんは、具合が悪くても訴える
ことができませんので、いつもと様子がちがう、何かおか
しいと、周りの大人が感じてあげることが大切ですね。
お母さんだけでなく周りの大人（お父さん、おじいちゃ
ん、おばあちゃん）みんなが、赤ちゃんの平熱や食欲、ウ
ンチやおしっこの回数や色・形、いつもの顔色の様子や機
嫌など普段の様子を知っておくこといいですね。
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症 状

ケ

ア

こんなときは病院へ

せ き

・ 空気の乾燥はのどを痛めます。加湿器を使う、濡れタオル
を干すなどして空気の乾燥を防ぎましょう。
・ せきが止まらず苦しそうなときは、立て抱きにして背中
をトントンとたたいたり、さすったりしてあげると、呼吸
が楽になります。

呼吸が苦しそうだったり、ヒュー
ヒューという音がしたりする。

ひきつけ

・ 顔を横向きに寝かせ、衣服を緩め揺さぶらずに見守りま
す。
・ 何分くらい続いたのかなどをチェックしましょう。

けいれんが 5 分以上続いたり、短
時間に何度も繰り返すときは緊急
に病院へ！

嘔 吐

・ 口の中をガーゼなどで拭き、うがいをします。寝具や衣服
が汚れたら取り替えましょう。
・ 水分や食事は様子を見ながら少しずつ与えましょう。

嘔吐が続いてぐったりしたり、水
分を受け付けないとき。下痢を伴
うとき。

・ 熱があるときは体の水分が多く失われるので、水分補給
をしましょう。
・ 全身が熱い時は、厚着を避け氷枕などで頭部や体の中心
部を冷やします。手足が冷たくて寒そうにしているとき
は、湯たんぽなどで暖めます。
・ 汗をかいたらこまめに取り替えましょう。

高熱とともに下痢、嘔吐、脱水症状
を起こしている時や、意識がはっ
きりしないときは急いで病院へ。

・ 脱水症状にならないように、水分補給はこまめにしまし
ょう。
・ 食欲があるなら消化のよいものを食べさせましょう。
・ おなかが冷えないようにし、お尻がただれたときはウン
チの後にお尻を洗ってあげましょう。

便に血が混じっていたり、嘔吐や
発熱を伴うとき。お腹を痛がって
苦しそうなときは病院へ！

発 熱

下 痢

赤ちゃんは体温調節がうまくできませんので、大人が気をつけてあげること
が必要です。
＊ お部屋の温度は 22～23℃、湿度は 60%ぐらいがちょうどいいです。
＊ 衣服は大人より一枚少なく。
＊ 扇風機や冷房の風が直接当たらないように気をつけて。
＊ 汗をかいたら清潔にし、水分補給も忘れずに。
＊ 冬など乾燥する季節は肌の保湿にも気をつけましょう。
＊ 暖めすぎ、厚着はかえって機嫌が悪くなります。
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５．保育所と認定こども園
保育所は、「両親ともに仕事をしている」、「お母さんが妊娠中や病気など」で、家
庭においてお子さんの保育を充分にできないなどの場合に、両親に代わってお子さん
を保育する厚生労働省所管の児童福祉施設です。
また、就学前の保育と教育を一体と捉え一貫して提供する認定こども園という施
設もあります。
保育所・認定こども園とも、お友達と一緒に楽しく遊び、学び、生活習慣を育む場
であるという点では同じですが、それぞれの特徴や違いを理解しご家庭の生活スタイ
ルにあった施設を選びましょう。

保育所について
紋別市内には、3 箇所の認可保育所と、２箇所のへき地保育所と小規模保育所
があります。入所に関する相談・お申し込み・お問い合わせは各保育所へお願い
します。

認可保育所
保育所名

定

員

住

所

電話番号

紋別保育所

90 名

落石町１丁目３番７３号

２３－２８２６

みどり保育所

90 名

緑町５丁目２番２８号

２３－３８６５

渚滑保育所

30 名

渚滑町４丁目２６番地４6

２３－３６３９

保育時間

月～土 ７：30～18：30

へき地保育所
保育所名

定

員

住

所

電話番号

元紋別保育園

20 名

元紋別 268 番地

２３－６４６８

上渚滑保育所

20 名

上渚滑町２丁目５５番地

２５－２２１５

保育時間

月～金 8：45～1７：30
土

8：45～12：30

小規模保育所
保育所名
紋別大谷南保育園

定

員

19 名

住

所

南が丘町 5 丁目 1 番 14 号
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電話番号

保育時間

２７－５５５８

月～土 ７:３０～１８:３０

認定こども園ついて
紋別市内には４箇所の認定こども園があります。
保育時間、入園手続きなどについては各園にお問い合わせください。

認定こども園
園 名
認定こども園紋別藤幼稚園
（幼保連携型）
紋別大谷認定こども園
（幼保連携型）
大谷せせらぎこども園
（紋別大谷認定こども園分園）
認定こども園紋別幼稚園
（幼稚園型）

所

電話番号

ホームページ

花園町 5 丁目９番１１号

２３－４４１２

あり

幸町 1 丁目５７番地

２３－０３３３

なし

渚滑町元新１丁目１６７番３号

２８－８８５６

なし

花園町２丁目１７番地

２３－２３６６

あり
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在 地

一時保育・一時預かりについて
下記の保育所、認定こども園では、家族の病気や出産、急な仕事が入った場合や保護者の
育児疲れ解消のために一時的にお子さんをお預かりする制度を実施しています。

【一時保育・一時預かり】
保育所（園）名

紋別保育所
みどり保育所
渚滑保育所

非定型保育

緊急保育

私的理由による保育

（短期間の就労など）

（保護者の病気、出産、災害など）

（育児疲れ解消など）

登録制

1 回の申請につき 1 ヶ月

週 3 日、月 15 日以内

を限度

登録制

1 回の申請につき 1 ヶ月

週 3 日、月 15 日以内

を限度

登録制

1 回の申請につき 1 ヶ月

週 3 日、月 15 日以内

を限度

紋別大谷認定

登録制

こども園

週 2～3 日、月 15 日以内

実施していません
実施していません
実施していません
登録制

1 ヶ月 15 日以内

月 5 日以内、連続して保
育する場合は 3 日まで

利用時間及び料金について
【一時保育】
保育所（園）名

紋別保育所
みどり保育所
渚滑保育所

対 象

時

間

料

金

保育所や認定こども園を利用

【利用時間】

していない、生後 10 ヶ月から

月～土 7:30～18:30

年齢や利用時間により料

就学前までの児童で、保護者が

【利用日】

金が異なります。詳しく

短期間の就労や病気・出産によ

月曜日～土曜日

は各保育所までお問い合

り家庭での保育が困難な方が

（日曜日、祝祭日、年末年始は休み）

わせ下さい。

利用できます。

【一時預かり】
保育所（園）名

対 象

時

間

料

金

保育所や認定こども園を利用

紋別大谷認定
こども園

していない、生後 6 ヶ月から

【利用時間】

就学前までの児童で、保護者

月～土、祝 8:00～18:00

年齢や利用時間により料金

が短期間の就労や病気・出

【利用日】

が異なります。詳しくは園

産・育児疲れの解消などによ

月曜日～土曜日、祝祭日

までお問い合わせ下さい。

り、家庭での保育が困難な方

（日曜日、年末年始は休み）

が利用できます。

※各施設の定員状況によっては希望日にご利用になれない場合もあります。詳しくは各施設にお問い合わせください。
（各施設のお問い合わせ先は、26・27 ページの子育て電話帳をご覧ください。）
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６．小学生になったら
入学までの流れ
就学時健康診断･･･ 9 月中旬までに、新年度に入学する予定の子どもの保護者
へ、就学時健康診断の案内が送られてきます。
入学指定通知書･･･１0 月下旬までに、新年度に入学する予定の子どもの保護者
へ、入学指定通知書が送られてきます。
小学校入学･･･････ おめでとうございます！
お問い合わせ

教育委員会学務課 学務係
２４－２１１１（内線 ４１６・４２０）

紋別市内の小学校
小学校名

郵便番号

所在地

電話番号

紋別小学校

094‐0015

花園町 5 丁目 4 番 15 号

23‐5135

潮見小学校

094‐0006

潮見町 3 丁目 8 番 12 号

23‐5148

南丘小学校

094‐0013

南が丘町 7 丁目 44 番 42 号

24‐3487

渚滑小学校

099‐5171

渚滑町 8 丁目 14 番地

23‐2929

上渚滑小学校

099‐5354

上渚滑町 6 丁目１５番地

25‐2516

小向小学校

099‐6132

小向４２５７番地

27‐2222

就学費の援助
市内の小中学校に通う児童・生徒の保護者で経済的にお困りのご家庭に学用
品費や給食費など一定の教育費を援助しています。
申請書は各学校にあります。ご不明点等あれば下記までご連絡下さい。
お問い合わせ

教育委員会学務課 学務係
２４－２１１１（内線 ４１６・４２０）
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障害のある子ども達に
特別支援学校
北海道紋別養護学校
知的障害のある児童生徒のための学校で、小学部、中学部、高等部が
あります。
紋別市大山町３丁目１４番地
２３－９２７５
北海道紋別高等養護学校
知的障害のある生徒のための学校で、中学校卒業後入学することができ、
作業学習や現場実習を通じ、将来、地域社会の一員として働く力を育てます。
紋別市渚滑町元新 1 丁目 152 番地の１
２４－１１２０
特別支援学級（各小中学校）
障害のある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導や支援を
行っています。
通級指導教室（紋別小学校、潮見小学校）
通常の学級に在籍している、言語障害、情緒障害、弱視、難聴などの障害
がある児童生徒のうち、比較的軽度の障害がある児童に対し、各教科等の指
導は主として通常の学級で行いつつ、個々の障害の状態に応じた特別の指導
を特別の場で行います。

適応指導教室
学校に行きたくても行けない児童生徒が通える「ふれあい教室」を開設しています。
適切な教育相談、適応指導、学習指導などの指導援助を行い、集団生活への適応
や学校生活への復帰を促します。
ふれあい教室

紋別市幸町３丁目（紋別市立博物館内）
２３－９１１３

子どもの育ちに関する相談窓口
相談窓口

電話番号

西紋こども発達支援センター
（旧：西紋地区幼児療育センター）

23－7100

ことばの教室（紋別小学校内）

24－7758

紋別養護学校（教育相談）

23－9275

紋別高等養護学校（教育相談）

24－1120
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留守家庭児童園（学童保育）について
放課後、家庭に帰宅しても、保護者が仕事などで家庭にいない小学生のお子
さんを受け入れ、遊びと生活の場を提供しています。３ヶ所の市立留守家庭児
童園は、小学校内の余裕教室にあります。
また、私立として紋別大谷認定子ども園内に、大谷なかよしクラブがありま
す。
開設場所

児童園名

紋別小学校

さくら児童園

潮見小学校

どんぐり児童園

南丘小学校

たんぽぽ児童園

受け入れ時間

お問い合わせ

・ 月～金 18：00 まで

教育委員会生涯学習課

・ 夏・冬・春休み期間中

社会教育係
（紋別市民会館内）

月～金 8：３０～18：00

２４－２４１６

・ 月～土 19：00 まで
紋別大谷認定
こども園

大谷なかよしクラブ

・ 夏・冬・春休み期間中
月～土 7：00～19：00
（祝日も開園しています）

紋別大谷認定
こども園
２３－０３３３

小学生の託児先
ＮＰＯ法人では日中の預かり支援、認定こども園などでは小学生の託児を行
っています。利用要件・託児時間・料金などについては、各施設へお問い合わせ
ください。
施設名

お問い合わせ（電話番号）

ＮＰＯ法人サポートセンターもぺっと
（※障害のある児童の場合）
ＮＰＯ法人紋別市仲良し共同作業所
（※障害のある児童の場合）
認定こども園紋別幼稚園

２３－６６２３
２４－８９５１
２３－２３６６
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７．ひとり親家庭等のための支援
児童扶養手当
離婚などにより、父親または母親と生計を同じくしていない児童（18 歳に達
した年度末までの間にある児童、または、心身障害児は 20 歳未満）を養育して
いる母親または父親、養育者に手当を支給します。
お問い合わせ
保健福祉部児童家庭課 子育て支援係
２４－２１１１
（内線 ２８８・４４７・４８７）

遺児手当
親を失った遺児、または親が障害の状態となった児童（15 歳に達した年度末
までの間にある児童）を養育している方に手当を支給します。
お問い合わせ
保健福祉部児童家庭課 子育て支援係
２４－２１１１
（内線 ４４７・４８７）

母子家庭等自立支援
ひとり親家庭の親の主体的な能力開発の取組みや、養成機関への入学時にお
ける負担を軽減するための給付金を支給します。
お問い合わせ
保健福祉部児童家庭課 子育て支援係
２４－２１１１
（内線 ２８８・４４７・４８７）

ひとり親相談
ひとり親家庭の生活や就労に関して、自立に向けた相談支援を行います。
お問い合わせ
保健福祉部児童家庭課 子育て支援係
２４－２１１１
（内線 ２８８）

ひとり親家庭等医療費助成制度
母子家庭や父子家庭などの児童および母親や父親の医療費の一部を助成します。
お問い合わせ
市民生活部市民課 医療給付係
２４－２１１１
（内線
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３２１・４６７）

８．障害のある子のための支援

障害者手帳
医師の診断等に基づき、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
を取得することができます。
また、手帳取得等一定の要件を満たすことで、公共交通機関等の割引や障害福
祉サービス等を利用することができます。
お問い合わせ

保健福祉部社会福祉課 障害福祉係
２４－２１１１
（内線 ４５５・２２２）

特別児童扶養手当
障害のある２０歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給される
手当です。
お問い合わせ
保健福祉部社会福祉課 障害福祉係
（内線

２４－２１１１
４５５・２２２）

障害児福祉手当
最重度の障害のある２０歳未満の方で、その障害が極めて重度なため、日常生
活上常時特別の介護を要する方に支給される手当です。
お問い合わせ
保健福祉部社会福祉課 障害福祉係
（内線

２４－２１１１
４５５・２２２）

重度心身障害者医療費助成制度
重度の身体障害者、知的障害者及び精神障害者の医療費の一部を助成します。
お問い合わせ
市民生活部市民課 医療給付係
２４－２１１１
（内線 ３２１・４６７）
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９．一人で悩まないで・・・
一人で悩まずに思い切って相談してみましょう。
必ず解決の糸口がみつかるはずです・・・。
こんなときは･･･

相談窓口

電話番号

北見児童相談所

0157‐24‐3498

虐待の相談･通報

家庭児童相談
（児童家庭課子育て支援係）

24‐2111
（内線 240）

子どもの発達、育児の不安、家庭の養育
環境など、子育てに関するさまざまな相
談

北見児童相談所
家庭児童相談
（児童家庭課子育て支援係）
乳幼児相談
（保健センター）

0157‐24‐3498
24‐2111
（内線 240）

乳幼児の身体測定･育児相談、離乳食、
予防接種などについて
就学前の児童の育児に関する相談

育ちに心配がある、落ち着きがない、言
葉の遅れが気になるなど・・

保育所の入所について
就学についての相談

子育て相談
（子育て支援センター）
西紋こども発達支援センター
（旧：西紋地区幼児療育センター）

24‐3383
23‐7100

ことばの教室（紋別小学校内）

24‐775８

北見児童相談所

0157‐24‐3498

児童家庭課児童家庭係

24‐2111
（内線 446･447）

教育委員会学務課学務係

24‐2111
（内線 416･420）

いじめ相談電話
（教育委員会）

23‐0355

オホーツク教育局相談電話

0152‐44‐7262

北見児童相談所

0157‐24‐3498

道立教育研究所
（子ども専用フリーダイヤル）

0120‐3882‐56
0120‐3882‐86

北海道警察（少年相談 110 番）

0120‐677‐110

不登校･いじめについての相談

ひとり親家庭に関するさまざまな相談

24‐3355

ひとり親相談
（児童家庭課子育て支援係）

24‐2111
（内線 288）
プッシュ回線および携帯電話から

夜間における、お子さんの急な病気や怪
我の対処、病院に行くべきかどうかなど
の助言

局番なし ＃8000
北海道小児救急電話相談

上記以外の電話から

011‐232‐1599
（365 日 19：00～
翌朝 8：00）

（財）日本中毒情報センター
029‐852‐9999
つくば中毒 110 番
（365 日 9：00～21：
00）

誤飲の処置についての問い合わせ

大阪中毒 110 番
タバコ専用
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072‐727‐2499
（365 日 24 時間）

072‐726‐9922
（365 日 24 時間）

1０．お出かけ情報
子育て支援センターや児童館など、親子で楽しめる施設を紹介します。

＊＊子育て支援センター＊＊
子育て支援センターは、0 歳から就学前までのお子さんとそのご家族が自由に集い、交流
できる場所です。お気軽に遊びに来てください。
〒094‐0005 紋別市幸町 6 丁目 28 番 1 号
保健センター２階
℡ 24‐3383
FAX 24‐3363
開所時間
月曜日～金曜日 9：30～１６：００
（12 時～13 時までは一旦閉所します）

≪子育て支援センターでは、こんなことをしています≫
遊びの広場
０歳児、１歳児、２歳児以上の３つのコースを設けて、週１回ずつ広場を開催します。同
じ年齢のお子さんを持つお母さん同士の交流や、子どもの年齢にあった遊びを楽しむこと
ができます。また、月に１度「マタニティ広場」も開催しています。
０歳児コース・・・・・・毎週火曜日 １３：００～１６：００
１歳児コース・・・・・・毎週月曜日
９：３０～１２：００
２歳児以上コース・・・・毎週木曜日
９：３０～１２：００
マタニティコース・・・・毎月１回火曜日 １３：００～１５：００
※ 遊びの広場に参加するためには、登録が必要です。子育て支援センターに申し
込んでください。お金はかかりません。
※ マタニティ広場に参加する方は予約が必要ですので子育て支援センターに連
絡下さい。

みんなの広場（センター開放）
就学前のお子さんとその保護者の方ならどなたでも自由に遊ぶことができます。自由遊
びが中心ですが、絵本の読み聞かせ、手遊びなども行います。

子育て相談
子育てに関する心配事などについて、相談に応じます。気軽に職員に声をかけてください。
電話での相談にも応じます。

子育て講座
毎月１回以上、子育てに関するさまざまなことをテーマに講座を開催します。申し込みが
必要です。詳しくは、支援センターからのお知らせ、紋別市広報などをご覧ください。

ファミリーデー
毎月１回、土曜日に開催します。ご家族で楽しい時間を過ごしましょう。

お出かけ広場（子育てサロン）
地域の児童館や公園などに出向き、広場を開催します。

サークル支援
子育てサークルの活動のお手伝いをさせていただきます。また、新しくサークルを作りた
いという方にもお手伝いさせていただきます。

その他
毎月のお誕生会のほか、七夕、クリスマスなど季節の行事も予定しています。
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＊＊児 童 館＊＊
児童館名

住

所

開館日および時間

紋別児童センター

落石町 1 丁目３番７３号
℡ 23‐3789

南が丘児童館

南が丘町１丁目７番４７号
℡ 24‐3996

渚滑児童館

渚滑町 4 丁目２９番地の 2
℡ 23‐4988

上渚滑児童館

上渚滑町２丁目２２番地
℡ 25‐2126

大山児童センター

大山町 1 丁目５2 番 5８号
℡ 24‐3894

・ 18 歳までの子どもが対象です。就学前の乳
幼児は保護者同伴でご利用ください。
・ 毎週月曜日は休館日です。
・ 祝日、年末・年始はお休みです。
・ 10：00～17：00 の間利用できますが、お
昼休みがあります。
・ 弁当を持参すると昼休みに食べることがで
きます。

＊＊保育所開放＊＊
市内の保育所では保育所開放を行っています。保育所に入っていないお子さんが保護者
の方と一緒に来所し、保育所児童と遊んだり交流の体験をすることができます。
保育所名

住

所

紋別保育所

落石町 1 丁目３番７３号
℡ 23‐2826

みどり保育所

緑町 5 丁目２番２８号
℡ 23‐3865

渚滑保育所

渚滑町 4 丁目２６番地 46
℡ 23‐3639

開放日

その他

毎月
第 2・4 水曜日
10：00～11：00

保護者の方と一緒に参加
してください。
無料です。

＊＊認定こども園未就園児教室＊＊
市内の認定こども園では、未就園児を対象に教室を開いています。どの教室もお母さんと
一緒に参加します。認定こども園の遊戯室で遊んだり、お話を聞くなどの体験ができます。
お母さん同士の交流もしています。
幼稚園名

住

所

教室名

対 象

日 程

料 金

認定こども園
紋別藤幼稚園

花園町 5 丁目９番１１号
つぼみ教室
℡ 23‐4412

1 歳半～
未就園児

毎週月・水曜日
10：00～11：30

1回

紋別大谷認定
こども園

幸町 1 丁目 57 番地
℡ 23‐0333

ひよこクラブ

0 歳～
未就園児

毎週水曜日
午前中

月５００円
（おやつ代）

認定こども園
紋別幼稚園

花園町 2 丁目 17 番地
℡ 23‐2366

こひつじ会

1 歳半～
未就園児

毎週火曜日
10：00～11：30
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200 円

入会金１，０００円
1回
２００円

＊＊図 書 館＊＊
施設名

住

所

開館時間など
開館時間

紋別市立図書館

幸町 3 丁目１番８号
℡
24‐2261
fax 26‐3440

火・木・金 10：00～18：00
水
10：00～20：00
土・日
10：00～17：00
休館日
毎週月曜日、祝日（月曜日と重なる時は
その翌日も休館）、特別整理日、年末年始
※毎週木曜日 11：00～11：20
絵本の読み聞かせを行っています。

＊＊博 物 館＊＊
住

紋別市立博物館

所

開館時間など

幸町 3 丁目１番４号
℡
23‐4236
fax 24‐9755

開館時間
9：30～17：00
（博物館学習スペース、まちなか芸術館交流スペースの
利用時間は 9：00～22：00）
休館日
毎週月曜日、年末年始
祝日の翌日（土･日を除く）

＊＊主な公園＊＊
公園名

所在地

紋別運動公園

南が丘町７丁目

紋別公園

花園町 8 丁目

せせらぎ公園

渚滑町元新

森林公園

緑町 5 丁目

オホーツク流氷公園
（広域公園）

元紋別

説

明

健康の増進や体力づくりの施設としてスポー
ツセンターをはじめ野球場、テニスコート、
陸上競技場などがあります。
市街及びオホーツク海を一望することでき、
展望台やオホーツク庭園（日本庭園）などが
あります。
バリアフリーとなるよう段差や勾配に配慮し
た整備を行っており、多目的コートや芝生広
場、噴水、大型遊具などがあります。
公園内の遊歩道はお散歩のコースとしては最
適です。公園内には池・大型遊具・野外ステー
ジもあります。
屋内で遊べるあおぞら交流館、屋外で遊べる
海と大地の遊びの場やピクニック広場、花を
楽しみ散策できるラベンダー畑などがありま
す。

＊＊その他の施設＊＊
施設名

管理者・所在地

説 明

オホーツク健康プール
「ステア」

（財）オホーツク生活文化振興財団
元紋別 11-5
℡ 23‐9400

競技用プール、流水プール、ウォータース
ライダー、屋外プールがあり、サウナ、ジ
ャグジー、トレーニング室もあります。

流氷科学センター
「ギザ」

（財）オホーツク生活文化振興財団
元紋別 11-6
℡ 23‐5400

流氷について学べるさまざまな展示のほ
か、マイナス２０度の厳冬体験室、全天周
スクリーンではオホーツクの四季の映像
を楽しめます。

であえ～る幸団地
「ふれあいサロン」

紋別市社会福祉協議会
幸町 7 丁目
℡ 23‐2350

団地に入居されている方や、近隣の住民
のふれあいと交流の拠点として、１階集
会室を開放しています。育児サークルの
会場として利用することができます。
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＊＊オムツ替えシートが設置されている公共施設など＊＊

施設名
紋別市役所
紋別市民会館（中央公民館）

オムツ替えシートが設置されている場所
１階女子トイレの中にあります。ベビーチェアもあります。
授乳室の用意もしていますので、お気軽に声をかけてください。
２階女子トイレの中にあります。
文化会館の多目的トイレの中にあります。図書館はベビーベッド

紋別市文化会館（図書館）

（授乳コーナー）があります。トイレには小児用便器、補助便座
があります。

紋別市立博物館

多目的トイレの中にあります。小児用小便器もあります。

まちなか芸術館

多目的トイレの中にあります。

紋別市総合福祉センター（社協）

トイレの中に、ベビーチェアがあります。

紋別市保健センター

女子トイレの中にあります。

紋別市交流センター(ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ)

女子トイレの中にあります。

海洋交流館(ｶﾞﾘﾝｺｽﾃｰｼｮﾝ)

女子トイレの中にあります。

オホーツクタワー

１階女子トイレの中にあります。
（１階にはキッズコーナーがあります。）

道の駅（トイレ）

女子トイレの中にあります。

健康プール「ステア」

ロッカールームの中にベビーベッドがあります。

ｵﾑｻﾛﾈｰﾁｬｰﾋﾞｭｰﾊｳｽ

女子トイレの中にあります。

大山山頂園・スカイタワー

多目的トイレの中にあります。

紋別市スポーツセンター

１・２階の多目的トイレの中にあります。
（小学生以下が遊べるプレールームがあります。
）

運動公園内休憩所(ﾃﾆｽ･ｻｯｶｰ)

多目的トイレの中にあります。

森林体験交流センター(スキー場)

女子トイレの中にあります。

紋別市食品加工センター

女子トイレの中にあります。

流氷科学センター

オムツ替えに使える部屋を用意してあります。

せせらぎ公園

多目的トイレの中にあります。

オホーツク流氷公園

あおぞら交流館には、多目的トイレにあります。また、幼児用ト
イレがあります。授乳室もあります。

西紋こども発達支援センター

多目的トイレの中にあります。男子トイレ、女子トイレそれぞれ

（旧：西紋地区幼児療育センター）

に小児用トイレがあります。授乳室とベビーベッドがあります。

児童館
であえ～る幸団地「ふれあいサロン」

南が丘児童館・上渚滑児童館は、多目的トイレの中にあります。
そのほかの児童館は、畳コーナーなどで替えることができます。
多目的トイレの中に、オムツ替えシート、子ども用洋式トイレが
あります。
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1１．紋別市子育て短期支援事業について
（ショートステイ事業）
紋別市では、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童（中学校修了ま
で）を養育することが一時的に困難となった場合等に、里親・児童養護施設において
一定期間、養育・保護を行う「紋別市子育て短期支援（ショートステイ）事業」を実施し
ています。
【こんなとき】
・入院（保護者）が必要だけど、入院期間中、安全なところに子どもを預けたい。
・上の子の看護で病院に付き添いしなければいけないけど、下の子どもをどうしよう。
・急な出張で家を空けるけど、その間の子どもをお願いできる人がいない。

など

【里親】
「社会福祉法人 北光福祉会 児童養護施設北光学園」が委託する里親（紋別市内）
【児童養護施設】
「社会福祉法人 北光福祉会 児童養護施設北光学園」（遠軽町生田原）
※利用には原則、事前に市窓口への申請をしたうえでの利用許可が必要です。申請
方法・利用料金等の詳細につきましては下記担当係までお問合せください。

お問い合わせ

保健福祉部児童家庭課
（内線
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子育て支援係
２４－２１１１
４４７・４８７）

1２．紙おむつ類ごみの無料収集について
紋別市では、高齢者、障害者、子育て家庭等の福祉的、経済的な支援策としてご
家庭で使用した「紙おむつ類」の無料収集を実施しています。
無料収集の対象となる紙おむつ類とは
・紙おむつ、布おむつ、紙パンツ、尿とりパッド、お尻拭き
無料収集する要件
・紙おむつ類から汚物を取り除いてください。
・「透明な２０リットルゴミ袋」に入れて排出してください。
（半透明のゴミ袋は収集しません）
紙おむつ類を収集する日
・各地区の燃やすごみの日
注意事項
・紙おむつ類以外のごみを混入している場合は収集しません。
・ペット用のおむつ、トイレシート等の「無料収集の対象となるおむつ類」以
外は対象外です。
・これまでどおり、
「紙おむつ類」を指定の燃やすごみの袋に入れて捨てても
かまいません。
・本制度の対象は、ご家庭で使用した「紙おむつ類」を対象に無料収集するた
め、事業系廃棄物は対象になりません。
詳細につきましては下記担当係までお問合せください。
高齢者に関すること
保健福祉部介護保険課 高齢者福祉係
２４－２１１１
（内線 ３９４）
子育てに関すること

保健福祉部児童家庭課 子育て支援係
２４－２１１１
（内線 ４４７・４８７）
保健福祉部健康推進課
保健指導係
２４－３３５５
市民生活部環境生活課 廃棄物対策係
２４－２１１１
（内線 ２７８）

廃棄物全般に関すること
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病院･医院･クリニック
広域紋別病院

２４－３１１１

小林整形外科

２３－６１１６

幸栄病院

２４－３３６５

武田医院

２３－２８４０

さかき・もんまクリニック

２４－５１１５

紋別みなと病院

２３－２０３２

曽我クリニック

２３－６８１１

休日夜間急病センター

２４－９９５５

大原病院

２３－３１５１

上渚滑診療所

２５－２３３１

歯科医院
河野歯科

２３－３０６１

さいとう歯科

２４－８４６８

さとう歯科

２３－６６４４

たかはし歯科

２４－４６１８

ひろせ歯科

２４－１１００

浜口歯科

２４－４１８０

若松歯科

２４－３４５７

三浦歯科

２３－６４８０

上渚滑歯科診療所

２５－２６１３

渡部歯科

２４－２８１５

紋別ファミリー歯科

２３－１８８８

保育所･へき地保育所・小規模保育所・認定こども園
紋別保育所

２３－２８２６

みどり保育所

２３－３８６５

渚滑保育所

２３－３６３９

上渚滑保育所

２５－２２１５

元紋別保育園

２３－６４６８

紋別大谷南保育園

２７－５５５８

紋別大谷認定こども園

２３－０３３３

認定こども園紋別藤幼稚園

２３－４４１２

認定こども園紋別幼稚園

２３－２３６６

大谷せせらぎこども園

２８－８８５６

紋別児童センター

２３－３７８９

南が丘児童館

２４－３９９６

大山児童センター

２４－３８９４

渚滑児童館

２３－４９８８

上渚滑児童館

２５－２１２６

児童センター・児童館
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小学校
紋別小学校

２３－５１３５

潮見小学校

２３－５１４８

南丘小学校

２４－３４８７

渚滑小学校

２３－２９２９

上渚滑小学校

２５－２５１６

小向小学校

２７－２２２２

紋別中学校

２３－３４４２

潮見中学校

２４－２４１５

渚滑中学校

２３－９３００

中学校

高等学校
北海道紋別高等学校

２３－６８４８

特別支援学校
北海道紋別養護学校

２３－９２７５

北海道紋別高等養護学校

２４－１１２０

紋別市役所

２４－２１１１

渚滑市民センター

２３－２９１９

上渚滑町民センター

２５－２２１１

図書館

２４－２２６１

官公庁

文化会館
博物館

２４－２１１１（４１４）
23－7363（夜間・土日祝）

市民会館

２４－２４１６
２４－２２７０

２３－４２３６

保健センター

２４－３３５５

２３－７１００

子育て支援センター

２４－３３８３

警察署

２３－０１１０

消防署

２３－０１１９

社会福祉協議会

２３－２３５０

スポーツセンター

２４－７０１６

森林公園体育館

２３－９００１

そよかぜホール

２３－５８５５

渚滑地区体育館

２３－７４５０

上渚滑地区体育館

２５－２５５７

西紋こども発達支援センター
（旧：西紋地区幼児療育センター）
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